PRESS RELEASE

2011.6.30

7

金沢21世紀美術館 7月のプログラム
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2011年7月に実施される金沢21世紀美術館主催の催しについてお知らせいたします。
各催しの告知を貴媒体でお願いするとともに、当日の模様などを報道していただければ幸いです。各事業の詳細については決ま
り次第随時お知らせいたします。

7月にオープンする展覧会
2011年7月30日（土）〜
11月6日（日）

Inner Voices—内なる声

本展は、経済成長とともにグローバル化の波を受けてきた1960年代以降に生まれた女性作家たちに注目
し、人間の生の困難さと可能性の両面を見る彼女たちのInner Voices-内なる声に耳を傾ける展覧会です。
彼女たちは通説的に「女性的」であることを示すイメージや価値に対して、あるいは差異によって起きるこ
とへの誤解や無理解を、対立や抵抗ではないかたちで乗り越えようとしています。芸術表現において自由
であることが、女性にとってのみならず、世界において同程度に普遍的で重要であることも彼女たちの実
践＝作品が示してくれることでしょう。
出品作家：イー・イラン、塩田千春、ジェマイマ・ワイマン、呉夏枝、キム・ソラ、藤原由葵、シルパ・グプタ、
ワー・ヌ、メリッサ・ラモス

連続アーティスト・トーク「私を探す」
日時＝ 2011年7月30日（土） 11:00〜19:00
出演アーティスト / スケジュール：
16:00〜17:00
11:00〜12:00 塩田千春（日本語のみ）
17:00〜18:00
12:00〜13:00 ワー・ヌ
18:00〜19:00
13:30〜14:30 キム・ソラ（韓国語逐次）
14:30〜15:30 ジェマイマ・ワイマン
15:45〜16:00 特別試写 メリッサ・ラモス
（日本語字幕付）
《Haunt Me, Recite It Again》
以上、予定。
会場＝金沢21世紀美術館 レクチャーホール

メリッサ・ラモス
イー・イラン
呉夏枝（日本語のみ）

料金＝入場無料（ただし、当日の本展観覧券が必要です）

定員＝先着80名（整理券は当日10時からレクチャーホール前で配布します）
※特記ない場合は日英逐次通訳付

開催中の展覧会と関連イベント
イェッペ・ハイン

360°

開催中〜
8月31日（水）

アーティスト・トーク
現在開催中の「イェッペ・ハイン 360°」展の作家によるトークを開催します。展示中の作品を中心に、他の作品や活動
も画像で紹介しながら、作家が自身の美術に対する考えを話します。
日時＝ 7月16日（土）14：00〜15：30

会場＝金沢21世紀美術館 レクチャーホール

料金＝無料 定員＝先着80名
（整理券は当日10時からレクチャーホール前で配布します） 言語＝英語／日本語（逐次通訳）

絵本を読もう
絵本『こんにちは

わたし』
『あけるな』を読んだあと、キュレーターといっしょに展示作品を見に行きます。

日時＝7月9日（土）11:00〜11:30 集合場所＝金沢21世紀美術館 授乳室前（キッズスタジオ横）
料金＝無料

対象＝子どもからおとなまで

※小さなお子さんは保護者の方とご参加ください

キュレーターによるギャラリーツアー
日時＝7月 2日（土）14:00〜（約40分）、22日（金）18:30〜（約40分） 集合場所＝金沢21世紀美術館 レクチャーホール
料金＝無料（ただし、当日の本展観覧券が必要）

本資料に関する
お問い合わせ

広報担当： 黒田、落合
〒920-8509 金沢市広坂1-2-1
TEL 076-220-2814 FAX 076-220-2806
http://www.kanazawa21.jp
E-mail: press@kanazawa21.jp
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サイレント・エコー

開催中〜
7月18日（月・祝）

コレクション展 I

学芸員によるギャラリー・トーク
日時＝ 7月9日（土）14：00〜14：30

集合場所＝金沢21世紀美術館 レクチャーホール前

料金＝無料 (ただし、当日の本展観覧券が必要)

子ども向けギャラリーツアー「ひびきを感じよう

伝えよう」

目や耳をじっとすませてみよう。そこには何がある？どんなことがおきている世界かな？
日時＝ 7月10日(日) 11:00〜12:00 / 14:00〜15:00 集合場所＝金沢21世紀美術館 キッズスタジオ
対象＝小・中学生

定員＝各回先着10名（電話予約：076-220-2801）

料金＝無料

講演会：デジタル画像で可視化する日本近世絵画の｢サイレント・エコー｣
日時＝ 7月17日（日）14:00〜15:30

会場＝金沢21世紀美術館

料金＝無料 (ただし、当日の本展観覧券が必要)

レクチャーホール

定員＝80名

講師＝亀田和子（美術史家、立命館大学アートリサーチ・センター客員研究員）

ピーター・マクドナルド： 訪問者

開催中〜
2012年3月20日（火・祝）

色彩豊かな絵画空間に登場する大きな頭の不思議な人物は何者か？「絵画」という表現言語を使って人
と関わり、既存の境界を軽やかに超えてゆくイギリス在住の作家ピーター・マクドナルドが日本で初め
て展開する長期のプロジェクト。
「 金沢若者夢チャレンジアート・プログラム：美術館はメディエーター」
の一環。
「サロン」
会場＝長期インスタレーションルーム、他
作品展示＝2011年4月16日（土）〜2012年3月20日（火・祝） 料金＝無料
展示内容＝絵画13点、ドローイング25点展示
「ディスコ」
会場＝展示室13、他
ギャラリー / 2011年6月18日（土）〜2011年9月16日（金） 料金＝無料
ディスコ / 2011年9月17日（土）〜2012年3月20日（火）
料金=当日の特別展またはコレクション展の観覧券でご覧いただけます。

art-ZINE :
冊子型アート・コミュニケーション

2011年6月11日（土）〜
9月25日（日）
デザインギャラリー

「ZINE（ジン）」とは、表現したい人がコピーやプリンター等で少部数作り、販売／交換する冊子のことを指
します。本展ではアート表現として制作されたZINEを「art-ZINE（アートジン）」と呼び、アートにおける新
たな表現の場として着目します。
会期中、公募により集まったart-ZINEも会場内の書棚に並んでいきます。集まった一冊一冊から「art-ZINE
とは何か」について考えていきます。
art-ZINE募集について、詳細はウェブをご覧ください。
http://www.kanazawa21.jp/data_list.php?g=46&d=1127
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7月のキッズスタジオプログラム
ハンズオン・まるびぃ!

プレイルーム

子どもも大人もいっしょに楽しめるスペースです。
いろいろな造形遊びで、工夫と発見を楽しもう！
（内容は日によって変わります。）

かたちで遊ぼう
木やスポンジのブロックをならべたりかさねたりしよう。
いろいろな形や色を組みあわせて、どんな世界が作れるかな?

まるびぃ絵日記をかこう
今日の”まるびぃ”はなにがあるかな？ 展覧会や広場はどうだった？
見つけたことや思い出を絵日記にしよう。
日時＝7月2日(土)、3日（日）、9日(土)、16日(土)、17日(日)、18日(月祝)、23日(土)、24日(日)、30日(土)、31日(日)
13:00〜16:00（自由入場）
会場＝金沢21世紀美術館 キッズスタジオ

料金＝無料

対象＝子どもからおとなまで（子どもは保護者同伴）

親子向け情報・休憩スペース
「まるびぃ・すくすくステーション」
小さいお子様連れの方をサポートするスペースです。お子様と一緒に美術館で見て・感じて・楽しむ時間
をお手伝いできるように、館内のおすすめスポットやプログラム、託児室などの情報をご用意します。ひ
と休みするスポットとしても活用できます。
7月の開催日＝7月5日(火)、7日(木)、12日(火)、14日(木)
10:00〜12:30（自由入場）
会場＝金沢21世紀美術館 キッズスタジオ

料金＝無料

対象＝未就学児とその保護者

7月のステージ/イベントプログラム
映画の極意vol.11
ケベック映画祭2011〜親子で出かけよう！

7月23日(土)、24日(日)、
30日(土)、31日(日)
シアター21

フランス語を公用語とするカナダ・ケベック州は、
独自の文化・芸術、
エンターテイメントを育んできました。
映画もその一つであり、
州を代表する都市モントリオールでは、
国際的に有名な
「モントリオール世界映画祭」
が開催されるなど
“映画のまち”
でもあります。
フレデリック・バックの不朽の名作
『木を植えた男』
をはじめ、
子どもから大人まで楽しめるファンタジー作品
やアニメーション作品など、
2000年以降に制作された作品を中心に１５作品を取り揃えました。
心に豊かな
色彩を刻む、
多彩なケベック映画を親子でお楽しみいただけます。
上映スケジュールはウェブをご覧ください。
http://www.kanazawa21.jp/data_list.php?g=69&d=1174
料金 ＜全席自由＞
・1回鑑賞券=大人500円 / こども300円
・3回鑑賞券=大人1200円 / こども800円
＜友の会会員限定＞
・フリーパス券=大人2000円 / こども1200円
※購入時、
および入場時に会員証をご提示ください
チケット取扱=すべての券種、
当日受付にて販売。
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（「コレクション展」無料）

市民がより美術に親しみ、豊かな心を育むよう、金沢21世紀美術館では、
「 美術奨励の日」を設けております。この日は、金沢市民の方が金沢21世紀
美術館主催の「コレクション展」を無料で観覧できる日です。総合案内で金沢市民であることを証明できるもの（運転免許証、健康保険証、年金手帳
など）を提示いただき、無料の観覧券をお受け取りください。

7月の休館日
4日(月) / 11日(月) / 19日(火) / 25日(月)
本資料に関するお問い合わせ

広報担当： 黒田、落合
〒920-8509

金沢市広坂1-2-1

TEL 076-220-2814

FAX 076-220-2806

http://www.kanazawa21.jp
E-mail: press@kanazawa21.jp
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